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「オートファジーによる選択的mRNA分解機構の解明」
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「オートファジーを介した分泌のメカニズムとその生物学的意義の解明」
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図1 始めに、
核内でDNAの塩基
配 列 を メッ セ ン ジ ャ ー R N A
（mRNA）
の塩基配列に写し取る
「転写」
が起こる。次に、
細胞質にあ
るリボソームが、
mRNAの塩基配
列をたんぱく質のアミノ酸配列に
置き換える
「翻訳」
が起こる。
この全
ての生物に共通のDNA → RNA
→ たんぱく質という過程を
「セント
ラルドグマ」
という。
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図2 オートファジーによる
mRNA分解の仕組み。
オート
ファジー誘導後にリボソーム
との結合を維持するmRNA
が選択的に分解される。
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図2 オートファジーが阻害される段階を変えた筋細胞断面の電子顕微鏡写
真。オートファゴソームの形成を抑えた筋細胞では細胞内をミトコンドリア
（Mito)が占めている
（左）
。
オートファゴソームとリソソームの融合を抑えた筋細
胞では、
オートファゴソームが蓄積し、
その中には高頻度でミトコンドリアが含ま
れている
（中）
。
コントロールの筋細胞では筋細胞が再構成されている
（右）
。

細胞質成分
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図3 細胞からの物質の分泌は小胞体を介して行われる一方で、
小胞体に入らない
で分泌する経路があることが知られている。小胞体に入らない分泌経路の1つとし
て、
オートファジーを介したたんぱく質の分泌が示唆されている。
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